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第３章 ごみ処理の現状 

 

１．ごみ処理体系の概要 

(1) ごみ処理事業の概要・経緯 

本市における廃棄物処理事業の概要・経緯に関する概要を以下に述べる。 

 

【ごみの分別】 

頴娃地域では平成12年度より分別収集を開始し，平成14年度からはプラスチック

類を加えた10品目の分別収集となった。その後，平成17年から16分別になり，資源

回収量の拡大を図ってきた。現在は，18分別で収集を行っている。 

知覧地域では，平成11年10月より，それまで５分別であった分別区分を16分別に

拡大し，資源回収量の拡大を図ってきた。さらに，平成13年４月からは，プラスチ

ック類の分別収集を加え，資源回収量の拡大を図ってきた。現在は，15分別で収集

を行っている。 

川辺地域では，平成12年10月以降，17分別による分別収集を行ってきた。さら

に，平成14年10月からは，プラスチック類２分別の分別収集を加え，資源回収量の

拡大を図ってきた。現在は，20分別で収集を行っている。 

令和６年からは，【仮称】南薩地区新クリーンセンターの共用開始を予定してい

る。これに伴い知覧地域及び川辺地域は，分別収集品目を統一することを予定して

いる。 

 

【家庭系ごみの収集運搬】 

家庭系ごみの収集運搬は，全て委託業者により行っている。 

頴娃地域では，昭和48年以降，全て委託業者により行っている。 

知覧地域では，昭和49年までは直営により行ってきた。その後，昭和50年以降，

全て委託業者により行っている。 

川辺地域では，昭和45年頃以降，全て委託業者により行っている。 

 

【事業系ごみの収集運搬】 

 市内の事業所から排出されるごみの収集運搬は，事業者自らが運搬，または市が

許可した業者により行っている。 

 

【ごみの処理・処分】 

本市におけるごみの処理・処分は，主に一部事務組合で行っている。 

頴娃地域では，資源ごみ及び直接搬入ごみのうち，がれき等を本市の委託にて処

理を行っており，その他については，昭和46年に設立された一部事務組合「指宿広

域市町村圏組合」にて処理を行っている。知覧地域では，昭和47年に設立された一
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部事務組合「枕崎地区衛生管理組合」にて処理を行ってきた。川辺地域では，町単

独で処理を行ってきた。その後，知覧地域と川辺地域では，平成19年に設立された

一部事務組合「南薩地区衛生管理組合」にて処理を行っている。 
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(2) ごみ処理体系の概要 

 令和２年度のごみ処理体系の概要を図3-1-1に示す。 
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 令和６年度からのごみ処理体系（予定）の概要を図3-1-2に示す。 
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【可燃ごみの処理】 

令和２年４月現在，可燃ごみの処理は，「指宿広域クリーンセンター」「内鍋清掃

センター」「川辺清掃センター」の３施設で焼却処理を行っている。 

頴娃地域における可燃ごみの処理は，一部事務組合「指宿広域市町村圏組合」の

焼却施設「指宿広域クリーンセンター」にて行っている。 

知覧地域における可燃ごみの処理は，一部事務組合「南薩地区衛生管理組合」の

焼却施設「内鍋清掃センター」にて行っている。なお，「内鍋清掃センター」では，

処理過程で発生した燃焼ガスの熱エネルギーを用いて蒸気を発生させ，温水に変換

し処理施設内で利活用している。 

川辺地域における可燃ごみの処理は，一部事務組合「南薩地区衛生管理組合」の

焼却施設「川辺清掃センター」にて行っている。 

令和６年からは，知覧地域と川辺地域の可燃ごみの処理は一部事務組合「南薩地

区衛生管理組合」の焼却施設「【仮称】南薩地区新クリーンセンター」で行う予定と

している。 

 

【不燃ごみ・粗大ごみの処理】 

不燃ごみ・粗大ごみの処理は，「指宿広域クリーンセンター」「内鍋清掃センター」

「川辺清掃センター」の３施設で破砕・選別等の処理を行っている。なお，直接搬

入ごみのうち，がれき等についてのみ，頴娃地域と知覧地域は「石垣ごみ処分場」

で川辺地域は「南さつまクリーンセンター」で最終処分を行っている。 

令和６年からは，知覧地域と川辺地域の不燃ごみ・粗大ごみの処理は一部事務組

合「南薩地区衛生管理組合」の「【仮称】南薩地区新クリーンセンター」で破砕・選

別の処理を行う予定としている。 

 

【資源ごみの処理】 

頴娃地域では，全ての品目について「民間業者のストックヤード」または「指宿

広域クリーンセンター」に集められた後，民間委託により直接資源化を行ってい

る。 

知覧地域では，雑鉄については「知覧ごみステーション」または「内鍋清掃セン

ター」に，それ以外の品目については「内鍋清掃センター」に一旦集める。その後

缶類については，選別・圧縮処理を行った後資源化を行っている。布類について

は，破砕処理を行った後，焼却施設の助燃剤として処理を行っている。その他の品

目については，民間委託により直接資源化を行っている。 

川辺地域では，全ての品目について「川辺清掃センター」に一旦集める。その後

空き缶については，選別・圧縮処理を行った後資源化を行っている。かたいプラス

チック，その他の紙，布類については，焼却施設の助燃剤として処理を行ってい

る。その他の品目については（ペットボトル，発泡スチロール・トレイ，やわらか

いプラスチックは，圧縮・梱包等の処理について民間委託後），「川辺清掃センタ
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ー」にて一時保管した後，民間委託により直接資源化を行っている。 

 

２．ごみ排出量，ごみ処理量の推移 

 本市におけるごみ排出量の実績の推移を図3-2-1（搬入形態別），図3-2-2（ごみ種

別）及び表3-2-1に示す。また，ごみ処理量の実績の推移を図3-2-3及び表3-2-2に示

す。 

 令和元年度現在，行政区域内人口34,452人のうち，計画収集人口34,452人，自家

処理人口0人となっている。 

ごみ総排出量の推移をみると，平成22年度以降横ばい傾向にあるが，平成29年度

は前年度に対し約10％減となっており，以降は微減となっている。搬入形態別にみ

ると，収集ごみは横ばい傾向にあるが，直接搬入ごみが減少傾向にある。なお，令

和元年度現在のごみ総排出量のうち，約47％が直接搬入ごみとなっている。 

 

 
図3-2-1 ごみ排出量（搬入形態別）の実績の推移 

 

次に，令和元年度のごみ種別の排出量をみると，可燃ごみが最も多く，次いで不

燃・粗大ごみ，資源ごみの順となっている。ごみ種別の排出量の推移をみると，可

燃ごみ及び不燃・粗大ごみは，平成22年度以降増減を繰り返しながら，増加傾向に

あるが，平成29年度は全ての種別で減少している。なお，令和元年度現在のごみ総

排出量のうち，約80％が可燃ごみとなっている。 

ごみ処理量の推移をみると，平成22年度以降焼却処理量（直接焼却）は増減を繰

り返している。直接資源化量及び最終処分量（直接埋立）は平成27年以降は減少し

ている。 
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図3-2-2 ごみ排出量（ごみ種別）の実績の推移 
 

 
 

図3-2-3 ごみ処理量の実績の推移 
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表3-2-1 ごみ排出量の実績の推移 

 
行政区域内人口：各年度3月末人口（住民基本台帳人口）  資料：一般廃棄物処理事業実態調査等 
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表3-2-2 ごみ処理量の実績の推移 

 
資料：一般廃棄物処理事業実態調査等 
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３．ごみの性状 

(1) 指宿広域クリーンセンター 

 平成27年度から令和元年度までの指宿広域クリーンセンターにおける可燃ごみの

性状の推移を表3-3-1に示す。 

 ごみの種類・組成を見ると，平成27年度から令和元年度までの総平均値では，

紙・布類が最も多く，全体の約５割を占めている。ごみの種類・組成，３成分共に

季節変動は比較的少ない。低位発熱量については，最小値3,470kJ/kg～最大値

9,350kJ/kg（総平均値6,806kJ/kg）であり，変動が大きい。 

 

表3-3-1 ごみの性状の推移（指宿広域クリーンセンター） 
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(2) 内鍋清掃センター 

 平成27年度から令和元年度までの内鍋清掃センターにおける可燃ごみの性状の推

移を表3-3-2に示す。 

 ごみの種類・組成をみると，平成27年度から令和元年度までの総平均値では，

紙・布類が最も多く，全体の約５割を占めている。低位発熱量については，最小値

6,550kJ/kg～最大値8,205kJ/kg（総平均値7,177kJ/kg）であり，変動がやや大き

い。 

 

表3-3-2 ごみの性状の推移（内鍋清掃センター） 
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(3) 川辺清掃センター 

 平成27年度から令和元年度までの川辺清掃センターにおける可燃ごみの性状の推

移を表3-3-3に示す。 

 ごみの種類・組成をみると，平成27年度から令和元年度までの総平均値では，

紙・布類が最も多く，全体の約５割を占めている。低位発熱量については，最小値

5,527kJ/kg～最大値9,110kJ/kg（総平均値7,325kJ/kg）であり，変動が大きい。 

 

表3-3-3 ごみの性状の推移（川辺清掃センター） 
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４．ごみの減量化・再資源化の現状 

(1) 行政による資源回収の現状 

行政による資源化量の推移を図3-4-1及び表3-4-1に示す。 

行政による資源化量は，最も回収量の多かった平成23年度が1,613t/年であったの

に対し，令和元年度が1,147t/年と減少傾向にある。 

本市においては，平成11年から平成14年頃にかけて分別収集品目の拡大を行い，

資源回収率の向上に努めてきたが，その後は年々減少傾向にある。品目別にみる

と，紙類，金属類が減少傾向にある。 

資源回収の方法としては，ステーション方式による定期収集のほか，ごみ中継施

設及びごみ処理施設への直接搬入の受け入れ等により，資源回収率の向上に努めて

いる。 

 

 
図3-4-1 行政による資源化量の推移 

 

表3-4-1 行政による資源化量の推移 

 
 資料：一般廃棄物処理事業実態調査等 
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(2) 排出抑制・減量化・資源化施策の現状と実績 

 ①生ごみの自家処理の現状 

本市では，各家庭から排出される生ごみの減量対策として，生ごみ処理機の貸

し出し及び生ごみ処理機等の購入に対する補助金の交付を行い，生ごみの資源化

を推進している。生ごみ処理機等購入費補助台数の推移を表3-4-2に示す。 

頴娃地域では，衛生自治団体連合会を通じて平成20年度より電気式生ごみ処理

機及びコンポスト容器の購入に対する補助金の交付を行ってきている。 

知覧地域では，衛生自治団体連合会を通じて平成12年度より電気式生ごみ処理

機の購入に対する補助金の交付を行ってきている。 

川辺地域では，衛生自治団体連合会を通じて平成３年度よりコンポスト容器の

購入に対し，また平成12年度より電気式生ごみ処理機の購入に対する補助金の交

付を行ってきている。 

 

表3-4-2 生ごみ処理機等購入費補助台数の推移 

 

 

 ③ごみ処理手数料の現状 

本市の一般廃棄物処理施設（本市の指定する施設を含む）へごみを直接搬入す

る場合については，搬入量に応じて手数料の徴収を行っている。令和２年４月現

在のごみ処理手数料を表3-4-3及び表3-4-4に示す。なお，知覧地域・川辺地域の家

庭系一般廃棄物の直接搬入については，無料となっている。 
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表3-4-3 ごみ処理手数料（頴娃地域） 

取扱区分 金額

510円

一般廃棄物 1,020円

1,020円に500kg増すごとに1,020円を加算した額
(500kgに満たない場合でも500kgとみなす。)

500kgを超えるもの

積載量の区分

250kg以下

250kgを超え500kg以下

 
※令和２年4月現在 

 

表3-4-4 ごみ処理手数料（知覧地域・川辺地域） 

取扱区分 金額

500円

500円ずつ加算
一般廃棄物（事業系）

積載量の区分

250kg以下

250kgを超え250kg増すごとに  

※令和２年4月現在 

 

 ④環境学習・イベント等，その他の排出抑制・減量化・資源化施策 

本市において，これまで行われてきた主なその他の排出抑制・減量化・資源化

施策を以下に示す。 

 

・広報紙などへの登載 

・ごみ収集日程表等の作成，配布 

・住民異動窓口等での啓発活動 

・市内小学校へのごみに関する講話 

・環境講演会の開催 

・事業者へのごみの減量・リサイクル推進に係る啓発，指導 

・ボランティアによる海岸のクリーン作戦の実施 

・不法投棄の多発地帯への不法投棄防止看板設置 

・不法投棄ごみのパトロール及び回収作業の実施 

 

５．収集運搬の状況 

(1) 分別収集区分 

本市の家庭系ごみの分別収集区分を表3-5-1に示す。令和２年４月現在，各地域に

よって分別区分・収集形態が多少異なっているが，大別すると，「可燃ごみ」，「不

燃・粗大ごみ」，「資源ごみ」に分けることができる。 

「可燃ごみ」は，指定袋に入れて排出することとしている。なお，「可燃ごみ」の

名称は地域によって異なり，頴娃地域・知覧地域では「燃えるごみ」，川辺地域では

「燃やすごみ」となっている。 

「不燃ごみ」は，頴娃地域・知覧地域は指定袋に入れて排出することとし，川辺

地域については，ステーションに設置しているコンテナに排出することとしてい

る。なお，「不燃ごみ」の名称は地域によって異なり，頴娃地域・知覧地域では「燃

えないごみ」，川辺地域では「不燃ごみ」となっている。また，川辺地域では「陶磁
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器・ガラス類」と「金属・機器類」を分別して排出することとしている。 

「粗大ごみ」は，頴娃地域は燃えないごみと同時に収集し，知覧地域では年１

回，川辺地域では年２回収集している。 

「資源ごみ」は，各地域によって分別区分・収集形態が多少異なっているが，「空

き缶」，「びん」，「ペットボトル」，「発泡スチロール・トレイ」，「その他プラスチッ

ク」，「紙類」，「布類」を分別収集している。また，川辺地域では蛍光管・乾電池等

の「有害ごみ」を分別収集している。 

 

本市において処理しないごみ（非処理対象ごみ）を表3-5-2に示す。各地区によっ

て対象品目は多少異なっているが，主に冷蔵庫やパソコンなどの「各種リサイクル

法対象製品」，農薬やガスボンベなどの「有害物・危険物」，バイクなどの「処理困

難物」等が処理しないごみ（非処理対象ごみ）となっている。 

 

表3-5-1 分別収集区分 

 
令和２年４月現在 
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表3-5-2 処理しないごみ（非処理対象ごみ） 

 

○：処理できる，×：処理できない 

△：最終処分場へ持込のみ可 

（頴娃・知覧地域：石垣ごみ処分場，川辺地域：南さつまクリーンセンター） 

※令和２年４月現在  

 



 3-18 

(2) 収集・運搬体制 

本市における委託または許可業者の収集運搬機材を，表3-5-3に示す。 

家庭系ごみの収集運搬は，全て本市の委託業者で行っている。一方，事業系ごみ

の収集運搬は，事業者自らまたは本市の許可業者で行っている。 

表3-5-3 収集運搬機材 

 
※令和２年４月現在 

 (*1) 3地区同一車輌 

 (*2) 知覧地区及び川辺地区同一車輌 

 (*3) 委託及び許可同一車輌 
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   (3) 収集方法 

本市における家庭系ごみの収集方法を表3-5-4に示す。収集方法は，主にステーシ

ョン方式によって行われている。本市におけるステーション設置状況は，表3-5-5に

示すように，可燃ごみが合計で505箇所となっている。 

収集回数は，地区によって一部異なり，可燃ごみが週２回，不燃ごみが月１回～

月２回，粗大ごみが月２回～年２回，資源ごみが月１回～月４回となっている。 

 

表3-5-4 各地区の収集方法 

 

※令和２年４月現在 

 

表3-5-5 ステーション設置状況 

 
       ※令和２年4月現在 
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(4) ごみ中継施設 

 頴娃地域では，平成29年４月１日から指宿広域クリーンセンターの共用開始によ 

り，それまで頴娃地域のごみ処理を行っていた頴娃ごみ処理場を閉鎖した。それに 

伴い，頴娃地域の人たちがごみを直接搬入する負担が減るよう，頴娃ごみ処理場の

ストックヤード跡地を改修した「南九州市頴娃ごみステーション」を頴娃地域の家

庭系ごみの中継施設として利用している。頴娃ごみステーションの概要を表3-5-6に

示す。 

表3-5-6 ごみ中継施設の概要 

施設名称 南九州市頴娃ごみステーション 

所在地 南九州市頴娃町郡11711番地 

竣工年月 平成29年4月竣工 

処理能力 － 

処理方式 － 

搬入対象物 
可燃ごみ，不燃ごみ，粗大ごみ，資源ごみ 

※家庭系一般廃棄物のみ 

運転管理 南九州市 

敷地面積 約910m2 

処理対象区域 頴娃地域 

 

知覧地域では，収集された家庭系ごみを令和２年度以前は南薩地区衛生管理組合

管轄の知覧ごみ中継施設にて大型のコンテナ輸送車に積み替えした後，内鍋清掃セ

ンターへ運搬していた。令和２年度からは南薩地区衛生管理組合から本市へ所管変

更を行い，名称を「南九州市知覧ごみステーション」として家庭系ごみの中継施設

として利用している。知覧ごみステーションに排出された廃棄物は以前と同様に内

鍋清掃センターへ運搬している。知覧ごみステーションの概要を表3-5-7に示す。 

 

表3-5-7 ごみ中継施設の概要 

施設名称 南九州市知覧ごみステーション 

所在地 南九州市知覧町郡15276番地 

竣工年月 平成9年4月竣工 

処理能力 － 

処理方式 － 

搬入対象物 
可燃ごみ，不燃ごみ，粗大ごみ，資源ごみ 

※家庭系一般廃棄物のみ 

運転管理 南九州市 

敷地面積 約1,230m2 

処理対象区域 知覧地域 
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６．中間処理の状況 

(1) 可燃系ごみ処理施設 

令和２年４月現在，本市では可燃ごみ（燃えるごみ，燃やすごみ）を対象とした

処理施設（可燃系ごみ処理施設）は３施設が稼動している。可燃系ごみ処理施設の

概要を表3-6-1から表3-6-3に示す。また，可燃系ごみ処理施設の処理対象区域を図3-6-1

から図3-6-1に示す。 

平成29年４月から指宿広域市町村圏組合管轄の「指宿広域クリーンセンター」で

指宿市の全域と南九州市頴娃町で排出された廃棄物の処理を行っている。焼却処理

後発生する焼却残渣は，平成25年12月より「指宿広域管理型最終処分場」にて埋立

処分を行っている。 

「内鍋清掃センター」は，平成９年２月に竣工した。その後，南さつま市分全域

の可燃ごみ受け入れに伴い，平成14年３月に24時間連続運転対応のための改造工事

を行っている。また，「内鍋清掃センター」では，処理過程で発生した燃焼ガスの熱

エネルギーを用いて蒸気を発生させ，温水に変換し処理施設内で利活用している。

焼却処理後発生する焼却残渣のうち，知覧地域分については，「知覧最終処分場」に

て埋立処分を行っている。 

「川辺清掃センター」は，平成６年３月に竣工した。その後，平成14年11月に焼

却残渣のダイオキシン類無害化処理施設を整備している。焼却処理後発生する焼却

残渣は，「南さつまクリーンセンター」にて埋立処分を行っている。 

令和６年度からは南薩地区衛生管理組合管轄の「【仮称】南薩地区新クリーンセン

ター」の共用開始を予定しており，構成市である日置市，南さつま市，枕崎市，南

九州市（知覧地域・川辺地域）で排出された資源ごみ以外の廃棄物の処理を行う。 
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表3-6-1 可燃系ごみ処理施設の概要（平成29年度以前） 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-6-1 可燃系ごみ処理施設の処理対象区域（平成29年度以前） 

 

・頴娃ごみ処理施設「南九州市（頴娃町）・指宿市（山川町・開聞町）」 

・内鍋清掃センター「枕崎市・南九州市（知覧町）・南さつま市（加世田市・坊津町・大浦町・笠沙町・金峰町）」 

・川辺清掃センター「南九州市（川辺町）」 

施設名称 頴娃ごみ処理施設 内鍋清掃センター 川辺清掃センター 

所在地 
南九州市頴娃町 

郡11710番地2 

枕崎市火之神岬町 

885番地 

南九州市川辺町 

上山田4501番地 

竣工年月 
昭和54年竣工 

（平成9年度改造） 

平成9年2月竣工 

（平成14年3月改造） 

平成6年3月竣工 

（平成14年11月ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 

無害化処理施設竣工） 

処理能力 40t/8h(20t/8h×2炉) 
112.5t/24h 

 (56.25t/24h×2炉) 

20t/8h (10t/8h×2炉) 

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類無害化処理施設 

1.5t/8h 

処理方式 准連続燃焼式 全連続燃焼式 機械化バッチ式 

燃焼方式 ストーカ式 流動床式 ストーカ式 

余熱利用設備 － 場内温水 － 

運転管理 
指宿広域市町村圏組合 

（直営） 

南薩地区衛生管理組合 

(委託) 

南薩地区衛生管理組合 

(直営) 

処理対象区域 

（南九州市） 
頴娃地域 知覧地域 川辺地域 

処理対象区域 

(南九州市以外) 
指宿市（山川・開聞地域） 枕崎市・南さつま市 － 

頴娃ごみ処理施設
40　t/日

川辺清掃センター
20　t/日

内鍋清掃センター
112　ｔ/日

本計画対象区域（ごみ処理）

頴娃ごみ処理施設処理範囲

内鍋清掃センター処理範囲

川辺清掃センター処理範囲
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表3-6-2 可燃系ごみ処理施設の概要（平成29年度から） 

施設名称 指宿広域クリーンセンター 内鍋清掃センター 川辺清掃センター 

所在地 
指宿市十二町 

4692番地1 

枕崎市火之神岬町 

885番地 

南九州市川辺町 

上山田4501番地 

竣工年月 平成29年3月竣工 
平成9年2月竣工 

（平成14年3月改造） 

平成6年3月竣工 

（平成14年11月ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 

無害化処理施設竣工） 

処理能力 54t/16h(27t/16h×2炉) 
112.5t/24h 

 (56.25t/24h×2炉) 

20t/8h (10t/8h×2炉) 

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類無害化処理施設 

1.5t/8h 

処理方式 准連続燃焼式 全連続燃焼式 機械化バッチ式 

燃焼方式 ストーカ式 流動床式 ストーカ式 

余熱利用設備 場内温水 場内温水 － 

運転管理 
指宿広域市町村圏組合 

（長期包括的運転管理業務委託） 

南薩地区衛生管理組合 

(委託) 

南薩地区衛生管理組合 

(直営) 

処理対象区域 

（南九州市） 
頴娃地域 知覧地域 川辺地域 

処理対象区域 

(南九州市以外) 
指宿市 枕崎市・南さつま市 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-6-2 可燃系ごみ処理施設の処理対象区域（平成29年度から） 

 

・新ごみ処理施設「南九州市（頴娃町）・指宿市（指宿市・山川町・開聞町）」 

・内鍋清掃センター「枕崎市・南九州市（知覧町）・南さつま市（加世田市・坊津町・大浦町・笠沙町・金峰町）」 

新ごみ処理施設
54　t/日

川辺清掃センター
20　t/日

内鍋清掃センター
112　ｔ/日

本計画対象区域（ごみ処理）

新ごみ処理施設処理範囲

内鍋清掃センター処理範囲

川辺清掃センター処理範囲
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・川辺清掃センター「南九州市（川辺町）」 

 

表3-6-3 可燃系ごみ処理施設の概要（令和６年度から） 

施設名称 指宿広域クリーンセンター 【仮称】南薩地区新クリーンセンター 

所在地 
指宿市十二町 

4692番地1 
南さつま市金峰町高橋地内 

竣工年月 平成29年3月竣工 令和６年竣工 

処理能力 54t/16h(27t/16h×2炉) 
エネルギー回収型廃棄物処理施設 

145t/24h(72.5t/24h×2炉) 

処理方式 准連続燃焼式 全連続焼却方式 

燃焼方式 ストーカ式 ストーカ式 

余熱利用設備 場内温水 場内温水 

運転管理 
指宿広域市町村圏組合 

（長期包括的運転管理業務委託） 

南薩地区衛生管理組合 

(委託) 

処理対象区域 

（南九州市） 
頴娃地域 知覧・川辺地域 

処理対象区域 

(南九州市以外) 
指宿市 枕崎市・南さつま市・日置市 

 

 

 

 

 

図3-6-3 可燃系ごみ処理施設の処理対象区域（令和６年度から） 
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(2) 不燃系・資源系ごみ処理施設 

不燃ごみ，粗大ごみ，資源ごみ（空き缶・空きびん・ペットボトル・プラスチッ

ク・紙類等）については，「指宿広域クリーンセンター」「内鍋清掃センター」「川辺

清掃センター」または民間委託によって処理を行っている。令和６年度からは知

覧・川辺地域の不燃ごみ，粗大ごみは【仮称】南薩地区新クリーンセンターで資源

ごみは民間委託によって処理を行う。不燃系・資源系ごみ処理施設の概要を表3-6-4

及び表3-6-5に示す。 

表3-6-4 不燃系・資源系ごみ処理施設の概要(1) 

施設名称 

指宿広域クリーンセンター 内鍋清掃センター 

粗大ごみ処理施設 

（破砕処理設備） 
ストックヤード 

粗大ごみ処理施設 

(破砕処理設備) 

粗大ごみ処理施設 

(破砕前処理設備) 

所在地 指宿市十二町4692番地1 枕崎市火之神岬町885番地 

竣工年月 昭和29年4月 － 平成9年2月 平成9年2月 

処理能力 20t/日 － 20t/日 10t/日 

処理対象物 
燃えないごみ， 

粗大ごみ 

紙類，金属類，ﾍﾟｯﾄ

ﾎﾞﾄﾙ，ﾌﾟﾗｽﾃｯｸ，その

他資源ごみ 

缶類，燃えないごみ 

，不燃性粗大ごみ 
可燃性粗大ごみ 

処理方式 
破砕(空き缶を除く) 

，磁選別，圧縮 
一時保管 

破砕(缶類を除く)， 

磁選別，ｱﾙﾐ選別 
破砕 

運転管理 指宿広域市町村圏組合（委託） 南薩地区衛生管理組合（委託） 

処理対象区域 

（南九州市） 
頴娃地域 知覧地域 

処理対象区域 

(南九州市以外) 
指宿市 枕崎市・南さつま市 

 

表3-6-5 不燃系・資源系ごみ処理施設の概要(2) 

施設名称 

（本市より民間委託） 資源ごみ中間処理施設 川辺清掃センター 

ストックヤード ストックヤード 
不燃物減 

容化設備 

ストック 

ヤード 

所在地 － 
枕崎市火之神岬町885番地 

内鍋清掃センター内 

南九州市川辺町 

上山田4501番地 

竣工年月 － 平成25年3月 平成6年3月 － 

処理能力 － － 5t/日 － 

処理対象物 
びん類， 

紙類 

空き缶， 

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ， 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 

容器包装， 

白色ﾄﾚｲ･ 

発泡ｽﾁﾛｰﾙ 

びん類

（無色・

茶色・そ

の他） 

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ， 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 

白色ﾄﾚｲ・ 

発泡ｽﾁﾛｰﾙ 

不燃ごみ 

(陶磁器・ 

ｶﾞﾗｽ類， 

金属類)， 

空き缶 

空きびん， 

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ， 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ， 

紙類等 

処理方式 一時保管 
圧縮， 

一時保管 

選別， 

一時保管 

選別，圧縮 

，梱包， 

一時保管 

選別， 

減容， 

一時保管 

破砕(空き

缶を除く) 

，磁選別， 

圧縮 

一時保管 

運転管理 
本市 

（委託） 

南薩地区衛生管理組合 

（委託） 

南薩地区衛生管理組合 

（直営） 

処理対象区域 頴娃地域 知覧地域 川辺地域 



 3-26 

７．最終処分の状況 

最終処分場の概要を表3-7-1及び表3-7-2に示す。焼却施設から発生する焼却残渣

や，中間処理施設から発生する資源化できない中間処理残渣等は，「石垣ごみ処分

場」，「南さつまクリーンセンター」，「知覧最終処分場」で埋立処分を行っている。 

なお，「指宿広域クリーンセンター」から発生する焼却残渣は，頴娃町郡地区に新

たな最終処分場「指宿広域管理型最終処分場」が平成28年9月に竣工して埋立処分を

行っている。 

 

表3-7-1 最終処分場の概要（１） 

施設名称 石垣ごみ処分場 知覧最終処分場 南さつまクリーンセンター 

所在地 
南九州市頴娃町 

別府3615-1 

南九州市知覧町 

郡15237番地 

南さつま市金峰町 

花瀬215番地1 

竣工年月 昭和47年4月竣工 平成7年2月竣工 平成10年3月竣工 

埋立面積 7,562m2 17,000m2 7,108m2 

埋立容量 45,000m3 143,000m3 65,168m3 

残余容量 
7,545m3 

（令和元年度現在） 

73,4903 

（令和元年度現在） 

17,097m3 

（令和元年度現在） 

埋立対象物 その他 
不燃ごみ，焼却残渣， 

破砕処理残渣 

不燃ごみ，焼却残渣， 

破砕処理残渣 

遮水工 無し 有り 有り 

浸出水処理 無し 
凝集沈澱，生物処理， 

砂ろ過，消毒 

凝集沈澱，生物処理， 

砂ろ過，消毒 

運転管理 南九州市（委託） 
南薩地区衛生管理組合 

（委託） 

南薩地区衛生管理組合 

（委託） 

処理対象区域 

（南九州市） 
頴娃地域，知覧地域 知覧地域 川辺地域 

処理対象区域 

(南九州市以外) 
－ 

枕崎市・ 

南さつま市(坊津地区) 
南さつま市(坊津地区を除く) 

 

表3-7-2 最終処分場の概要（２） 

施設名称 指宿広域管理型最終処分場 

所在地 
南九州市頴娃町 

郡10995番地1 

竣工年月      平成28年9月 

埋立面積 10,016 m2 

埋立容量 61,000 m3 

残余容量 
18,428 m3 

（令和元年度現在） 

埋立対象物 焼却残渣，不燃残渣 

遮水工 有り 

浸出水処理 
カルシウム除去，生物処理，凝集沈澱，活性炭吸着， 

キレート吸着，消毒 

運転管理 指宿広域市町村圏組合 

処理対象区域 

（南九州市） 
頴娃地域 

処理対象区域 

(南九州市以外) 
指宿市 
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８．ごみ処理経費 

ごみ処理経費の推移を表3-8-1及び図3-8-1に示す。本市におけるごみ処理経費のう

ち，平成24年度の建設・改良費については，主に「内鍋清掃センター」及び「川辺

清掃センター」の延命工事を行ったことによるものである。また，処理及び維持管

理費については，年間約３億円で推移し，増減を繰り返している。令和元年度では

住民１人当たり年間約9,531円，ごみ１t当たり約31,397円の処理経費を要してい

る。 

表3-8-1 ごみ処理経費の推移 

 
資料：一般廃棄物処理事業実態調査 

 

 
図3-8-1 ごみ処理経費の推移 
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９．一般廃棄物処理システムの評価 

 廃棄物・リサイクル行政及び市町村の一般廃棄物処理事業の目的は，これまでの

公衆衛生の向上や公害問題の解決という段階をさらに進め，循環型社会の形成を目

指すものとなってきている。このような背景のもと，国の廃棄物処理に関する基本

方針の中で，市町村の役割として，「一般廃棄物の処理に関する事業に係るコストの

分析及び情報提供を行い，分析の結果を様々な角度から検討すること等により，社

会経済的に効率的な事業となるよう努めるものとする。」とされている。これに伴

い，環境省では「市町村における循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理システ

ムの指針（平成19年６月環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課。

以下，指針という。）」を作成しており，これに基づき本市における一般廃棄物処理

システムの評価を行うこととする。 

 

(1) 評価項目 

指針に示されている標準的な評価項目を表3-9-1に示す。本計画においては，現段

階で国や県などの平均値との比較が可能な項目（廃棄物の発生・再生利用・最終処

分）について評価を行うこととし，今後は，他の評価項目についても順次評価を行

っていくこととする。 

 

表3-9-1 標準的な評価項目 

視点 指標で測るもの 指標の名称 単位

循環型社会形成 廃棄物の発生 人口１人１日当たりのごみ総排出量 g/人･日

廃棄物の再生利用 廃棄物からの資源回収率 t/t

エネルギー回収・利用 廃棄物からのエネルギー回収量 MJ/t

最終処分 廃棄物のうち最終処分される割合 t/t

地球温暖化防止 温室効果ガスの排出 廃棄物処理に伴う温室効果ガスの人
口１人１日当たりの排出量

kg/人･日

公共サービス 廃棄物処理サービス 住民満足度 －

経済性 費用対効果 人口１人１日当たりの年間処理経費 円/人･年

資源回収に要する費用 円/t

エネルギー回収に要する費用 円/MJ

最終処分減量に要する費用 円/t
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(2) 評価指数の算出 

 国の指数を100（基準値）とした場合の鹿児島県，本市の評価指数の算出を行う。

基準年度は，平成30年度実績値（一般廃棄物処理事業実態調査結果）を用いた。 

 

 a.廃棄物の発生 

 １人１日当たりのごみ総排出量(g/人･日)＝ごみ総排出量（集団回収量を含

む）(t)÷365日÷計画収集人口×1000×1000 

   指数＝(1－(実績値－基準値)÷基準値)×100 

 

表3-9-2 評価指数の算出（廃棄物の発生） 

 

 

 b.廃棄物の再生利用 

 廃棄物からの資源回収率(％)＝(資源化量－RDF資源化量)(t)÷ごみ総排出量

(t)×100 

   指数＝(実績値÷基準値)×100 

 

表3-9-3 評価指数の算出（廃棄物の再生利用） 

 

 

 

 c.最終処分 

 最終処分率(％)＝最終処分量(t)÷ごみ総排出量(t)×100 

   指数＝(1－(実績値－基準値)÷基準値)×100 
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表3-9-4 評価指数の算出（最終処分） 

 
 

 

 d.ごみ処理経費 

  人口１人当たりの年間ごみ処理経費（円/人･年）＝年間ごみ処理経費（円/年）

÷計画収集人口(人) 

  指数＝（１－（実績値－基準値）÷基準値）×100 

 

表3-9-5 評価指数の算出（ごみ処理経費） 

 

 

(3) 評価結果 

 評価指数の算出結果を表3-9-6に示す。本市における廃棄物の発生は国・県よりも

指数が上回っていた（発生量が少ない）。一方，再生利用は，国及び鹿児島県よりも

指数が低い（再生利用率が低い）が，ごみ処理経費は，国，県よりも高い（ごみ処

理経費が低い）状況にある。 

 また，総務省の提示する類似団体別市町村財政指数表の類型による類似都市（２

７市）の平均値との比較においても，廃棄物の発生はほぼ平均値付近の指数であ

り，再生利用は平均値よりも指数が低いが，最終処分は平均値よりもやや高い状況

にある。 

表3-9-6 評価指数の算出結果 

 
      ※国を100(基準値)として，数値が高い方が高評価となる。 
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図3-9-1 廃棄物の発生                     図3-9-2 廃棄物の再生利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-9-3 最終処分                     図3-9-4 ごみ処理経費 
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10．ごみ処理に関する課題の抽出 

(1) 排出抑制，減量化，資源化 

 本市におけるごみの排出量は，令和元年度排出量は平成22年度排出量に対して減

少しており，これは収集ごみ及び直接搬入ごみがどちらも減少したことによるもの

であった。 

一方，ごみ種別の排出量は，資源ごみの減少傾向が顕著である。平成30年度現在

の本市のリサイクル率は10.3％であり，全国平均値（19.9％）及び鹿児島県平均値

（16.2％）に比べて低い値となっている。今後も資源循環型社会の形成に向けて，

ごみの排出抑制，減量化，資源化を推進することによって，天然資源の消費が抑制

され，環境への負荷が低減されることが求められる。 

 

(2) 収集運搬 

 本市の家庭系ごみは，分別区分，収集方法，収集回数，指定ごみ袋の形状・料金

等が地域ごとに異なっている。このため，ごみ処理を行っている一部事務組合と連

携を図りながら，統一に向けた検討を行っていく必要がある。 

 

(3) 中間処理 

 本市におけるごみ処理は，２つの一部事務組合にて行っている。ごみ処理施設へ

のごみの持ち込み手数料は，各組合によって異なっている。このため，一部事務組

合と連携を図りながら，統一に向けた検討を行っていく必要がある。 

 本市における剪定枝，草等の処理は焼却処理が基本となっており，ごみ処理施設

の処理能力に支障をきたす恐れ等もあるので，一部事務組合と連携を図りながら，

資源化に関するルートの構築が求められる。 

 

(4) 最終処分 

 本市が管理している最終処分場は，がれき等の安定品目のみを対象とした最終処

分場が１施設稼働している。現在，南薩地区衛生管理組合では２箇所の最終処分場

が稼働している。指宿広域市町村圏組合では最終処分場が無かったが，平成26年3月

に第１期工事，平成28年3月に第２期工事が竣工し，最終処分場が稼働中である。 

平成30年度現在の本市の最終処分率は16.1％であり，全国平均値（9.0％）及び鹿

児島県平均値（11.5％）に比べやや高い値となっている。今後，最終処分場の容量

には限りがあり，新施設の整備は容易ではないため，最終処分量についてはできる

限り削減する必要がある。 


